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付 議 案 件 

＜教育長報告＞ 

 
＜審議案件＞  

議案第３号 学校給食審議会委員委嘱の件                  （学校給食課） 
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基本計画策定の件                     （学校施設計画課） 
報告第６号 人事に関する件                        （教育人事課） 
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一般報告② 全国学力・学習状況調査における理科の出題範囲の未履修について 

非公開              〔教育研修課〕 
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・鳴尾公民館利用者への休館を伴う工事の説明について          （地域学習推進課） 
 

    以 上 
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重松教育長 ただいまより、平成３０年度第２回教育委員会定例会を開会します。 

議事録署名委員には、側垣委員を指名します。よろしくお願いします。 

初めに、３月１４日の定例会及び３月１９日の臨時会について、議事録の承認を

行います。議事録は既にお手元に送付し、確認していただきましたが、簡単な字

句の訂正を除き、承認してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  
重松教育長 異議なしと認めます。それでは、承認します。 

なお、簡単な字句の訂正があれば、事務局にお伝えください。 

ここで各委員に確認します。本日は傍聴者が２名おられます。会議は公開が原則

ですが、「議案第５号と第６号」は市議会に報告する案件で、現時点では公表され

ておりません。 

また、「報告第７号」は人事に関する案件、「一般報告②と③」は個人情報を含む

案件であり、公開により率直な意見交換ができなくなる恐れがあるため、非公開

としたいと思いますがよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認め、非公開とします。 

審議の順番ですが、事件表の順に従って、公開案件から先に行い、続いて非公開

案件に移りたいと思います。 

では、初めに私から報告をさせていただきます。 

先日、近畿の教育長会があって、そこでいろんな報告があったわけですけども、

やはり学力調査があった関係だと思いますけども、学力に対する取り組みという

ことで、いろんな議論がなされました。その中で、学力向上に取り組むためには

どのようなことをやればいいのか、学力とは一体何なのかという課題がありまし

た。 

基本的に文部科学省が言っているのは、学力というのは生きる力ということで、

知・得・体のバランスをとるだとかいうことをやっているわけですけども、産業

界等からも学力に対していろいろ出ており、例えば、経済産業省では社会人的基

礎能力だとか、厚生労働省では就職の基礎能力だとか、それから、ＯＥＣＤのＰ

ＩＳＡではリテラシーだとか、大学審議会の答申では課題探求能力だとかいう形
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で、いろんな学力について出ています。 

特にＯＥＣＤは、今言っているのはキー・コンピテンシーといって、要するに学

力の基本的なものとして、社会及び個人にとって価値のある結果をもたらすもの、

または多様な状況、重大な課題に直面したときに適応する能力だとか、特定の専

門家のみでなく、全ての人々にとって重要である。そういう能力が必要なんだと

いうことを言っているわけですけども、まあ、学力に関する定義はいろいろあっ

て、それをどういうふうに考えるか。教育の場合は、やはり文部科学省の生きる

力をつけるということが大切なんじゃないかと思います。 

それにかかわって、学力に対する課題として挙げられているのは、要するに何の

ために学習するのか。その目的がはっきり、どうも子供たちの中についてないん

じゃないかということと、それから、学習に対する興味・関心というか、自分か

ら主体的にやろうというものがなかなかできてないということがあります。それ

から、学習はしたいんだけども、どういうふうにやったらいいのか、やり方・方

法がやはり十分にわかってないんじゃないかという３点が、学力に対する課題と

して、今回の教育長会の中で取り上げられました。 

特に問題なのは、そのことにかかわっていろんなデータが出てきておりまして、

まず一つは、日本生産性本部というところが新入社員１，３００人を調査した結

果がありますけども、その中であったのは、やはり働き方が、人並みで十分だと

いうのが５８．３％で、新たに働いてこんなことをやってみたいなというような

ことがほとんどなくなってきてると。人並み以上に働きたいとか、自分としてこ

ういうふうな価値観のあるものをやりたいというのが非常に少なくなっていると

いうのがあります。 

それから、もう一つは、将来昇進して社長になりたいかというもの。過去最低で

１０％ほどしかない。昔は２０％近くあったのが、そのくらいに下がっていると

いうことがあって、要するに自分からやろうという意欲がなくなってきているん

じゃないかなということが言われています。 

それから、二つ目に、今、ＡＩで人工知能のことを言われていて、人工知能で仕

事がなくなるんじゃないかといろんなことが言われてますけども、人工知能が人

間にかわってということは、今の段階では多分できないだろうと言われています。

新聞だとかいろんな報道では、何かＡＩがどんどん進化して人間を超えていって

しまうということを言われていますけど、いや、それは簡単には行きませんよと

いうのが実際の科学の問題だそうです。 

現にこのＡＩについては、一次、二次、三次というふうに発展してはだめという
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ふうになったけど、最初は計算の能力が、あっという間にいろんなデータを計算

できるということでやったんですけども、結局ただそれしかできないんでという

ことで衰退したと。 

２回目はそうじゃなくて、いろんなことができますよということで、機械学習だ

とか、教師学習ということで、何か目的があってそれに向けてやればいろんなこ

とができますよと、データの分析ができるということで、非常に発展したわけで

す。ところが、やはりそれもデータの分析しかできないんだということで衰退し

たと。 

ところが、今、第三次で、ディープラーニングという方法をとって、目的があっ

て、その目的に向かって何かをやるということであれば、コンピューターはデー

タをもとにして、その目的に向かって一番いい方法を選んでいきますので、それ

に応えることができるということが言われています。 

ところが、目的がないものはどうするのと。例えば、きょうは暇だからどんな遊

びをしたらいいのとコンピューターに聞いても、コンピューターは絶対に答えて

くれません。それはなぜかというと、目的があって、それに対してデータとして

数字計算で動いていくものについてはできるんだけど、それ以外ものはできない。

だから、人間のいいところは何かと言うと、みずから目的を考え出して、その目

的に向かってどうすればいいか。先ほど言った主体的に学習することだとか、こ

ういうことについて調べてみるだとか、こういうことについて実際に体験してみ

ることをしながら、その目的を達成することができる。それが大事だと。それが

人間としての特性だと。だから、その部分が、目的を持つということをコンピュ

ーターにどういうふうに設定するかというと、それは数字であらわせない。だか

らできないんだというのが答えみたいです。 

ですから、導き出した答えがきちんと証明できるものであればいいけども、認知

の部分、要するに気持ちだとかの部分は数字であらわすことができないので、数

値化できないものについてコンピューターは絶対できないというのが今の状況な

ので、それをどうするかというのが今のＡＩの課題なんですけども、これは多分、

何年かかってもなかなかできないんじゃないかと言われています。 

そういうようなことで、人工知能にかかわってＡＩの問題を検証してやることに

よってはっきりわかってきたことは、人間としてきちんと目的を持って生きてい

かなければいけない。目的があることによって、その目的を達成しよう。また新

たな目標をつくって、それに向けて頑張っていこうということができないといけ

ない。ですから、逆に言えば、我々も仕事をしていて、仕事が終わって定年退職
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した後、やはり自分の生きがいだとか目的を持っていかないと、これからの社会

はなっていかないと言われるのが、今、ＯＥＣＤが言っている学習都市。全員が

退職してもいろんなことを学び続け、そのことが結局、次の新しい世代を生み出

していくんだと。 

ですから、例えば、学校の開かれた教育課程と言われているものについてもそう

いうことをやっていかなきゃいけないというのが今の基本的な考え方みたいなん

で、この学習都市としてどうするかという問題が大きな課題なのかなとも思いま

す。 

その次にあるのは、やはり自分が興味を持って学習するためには何が必要かとい

うと、読書がやはり必要なんじゃないかと。自分で本を読むこと。だから、ただ

一つのジャンルのことを読むんじゃなくて、最近は漫画だとか、スマホで映像が

出てきて、それを読んでいるだとかいうことをしてますけど、そうじゃなくて、

きちんと自分の読みたい本を選んで、わからなかったらその分野の専門書という

か、解説書でもいいですから、わかりやすい本を読むだとか、いろんなジャンル

の本を読むことが必要なんじゃないかと言われています。 

特に読書の効果としては、さまざまな課題に対応できるということ。それから、

読むことによって、いろんな言い回しなど、言葉、語彙力をアップすることがで

きる。語彙力がアップしたって関係ないじゃないかと思うけども、自分が表現し

たいこと、自分が相手に伝えたいことを的確な言葉で表現する、言い回しができ

るということになる。ただ、「あれ、これ、それ」とか、「ああせよ、こうせよ」

じゃなくて、「こういう気持ちなんだから、こういうふうにしてほしいよね」と言

って、具体的に説明がすぐできるので、やはり言葉で相手に伝えることしかでき

ないので、俺の心を見てくれって、開いて見えるわけじゃないので、そのための

語彙力がつく。 

それから、同じように、人の考え方、偉人だとかいろんな人の考え方を、その本

を読むことによって得ることができる。逆に言えば、人と人とのコミュニケーシ

ョン、本を通してコミュニケーションができるということが三つ目に挙げられて

います。 

最後に、本を読むことによって本の中のイメージ、要するにテレビなどを見てし

まったらそのままの映像で入ってきますので、想像力が湧かないということにな

りますけども、本の場合ですと、「あっ、今、主人公はこんな顔をしているのかな」

「こんな様子なのかな」ということを想像することができます。 

ただ、想像するためには、逆にいろんな体験だとか、さっき言ったテレビを見る
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ことによっていろんな、例えばアメリカの都市がこんなんになっていたとか、ヨ

ーロッパが、東南アジアがこんなんになっているとかを見ることによって、「こん

なんなんだな」ということを知ることが大事なので、そうしないと、イメージが

湧かない。知らないものは全然イメージが湧かないので、体験だとかを通じて、

本の中のイメージとがひっついていって、想像力が拡大できるという利点が読書

にはある。 

ですから、読書をしっかりやる。読書指導を学校の中でやっていく必要があるん

じゃないかなということが言われています。その中でやはり問題になっているの

は、小学校では、前も言いましたけど、５月の１カ月間で、小学生では１１．１

冊、中学生になったら４．５冊、高校生になったら１．５冊、大学生になったら

ゼロ冊になっている子が５０何％いるという。ほとんどもう０．９冊ぐらいしか

読んでないという状況で、小学校から大学へとなるにつれて、どんどん落ちてい

っている。それとは逆に、コミックは結構ずっと同じように読まれていく傾向が

あるので、やはり文字で読む必要があるのかなということを感じます。 

それから、それと同じように学習時間が、小・中・高とだんだん下がって行って、

中高は受験があるのである程度上がっていますけど、大学生になったら一日に勉

強する時間が１０分単位しかないという話になって、ほとんど学習しないという

ことになるので、せっかく学習習慣をつけているはずなのに、それが結局大学生

には生かされていないということは、逆に言えば、本当の学習の習慣がついてい

るんじゃなくてただ受験のための勉強にしかなってないんじゃないかということ

を言われています。 

ですから、そういうことをきちんとやっていく必要があるのかなということがあ

りますので、今後、ただ単に学力向上のために勉強するだとか、教え方をするん

じゃなくて、どんな方法をして学力向上のための手だてをつくればいいかという

ことも考えていかなきゃいけないんじゃないかなということを今回、教育委員会

があったときに考えさせていただきました。以上で私の報告を終わります。 

それでは、これについて何か意見が、ご質問がありましたら。 

  

前川委員 いつもお話ありがとうございます。うなずくばかりで、なかなか私からお話をす

る機会がなかったんですが、久しぶりに三つほど。 

一つは、学力の問題ですけれども、これまで私が一年間を通してずっと言ってき

た内容としては、やはり繰り返しになりますけれども、教育基本法に照らしたと

きに、豊かな人生とよりよい社会が両立しないといけない。だから、幾ら学力を
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つけたり、幾ら収入を得るような力を身につけても、それがよりよい社会づくり

につながらなければいけないと。これを小さいときから、義務教育段階から二本

柱で、例えば義務教育段階は生涯にわたる教育の一環を担っているなど、こうい

うことを学校教育、あるいは生涯学習、社会教育に至るまで、背骨を通しとかな

いといけないと思っています。 

二つ目、ＡＩのことですけれども、４７％の仕事がなくなるというオックスフォ

ードレポートが出て、センセーショナルな話題になったのが平成２５年です。そ

こから５年たちました。４７％の仕事がもうすぐなくなるんですね。これを聞い

たときに、非常にセンセーショナルで、たくさんの人が挨拶文に使いました。で

すが、こういうときこそ教育はバタバタしないことが大事だと私は思っています。 

この春、待望の著書が出まして、「ＡＩで人間の仕事が奪われるということの嘘」

という本です。私は非常に痛快な思いがしました。この本を宣伝するんではなく

て、私は読んでいませんけれども、一つの考え方があれば、違う研究の考え方も

あると。それをしっかりと見きわめながら、目の前の子供たちを原点として教育

をしていきたいなと思っています。学者の方や研究の方はいろいろ研究していた

だいて、それを参考にすると。決して右往左往することは得策ではないというよ

うな趣旨です。 

最後に読書のことですけれども、西宮の子供たちが、これも繰り返しになります

が、全国と比べたときに読書を楽しめていない。このことは非常につらい思いが

しています。これは子供の責任ではないですよね。大人の責任ですよね。読書が

大事やということを説明しても、子供はきっと読まないですよね。読書が好きや

というのは、家庭の中や社会の中で読書は非常に豊かな文化であるということを

子供たちの前で示せなければ、子供はその楽しさに気がつかないと思うんです。 

今、ヤングアダルトの読書ということで、社会教育を図書館がいろいろ頑張って

おられますけども、ぜひ学校の、特に子供の前に立つ先生方には、自身こそが豊

かな読書生活を営んでほしいと、そんな思いです。 

  

重松教育長 ありがとうございます。ほかに意見はありませんか。 

  

西川委員 失礼します。働き方のところについて、少しお伺いしたいんですけど、昔と違っ

て、今の若い人たちは働く要素が昔ほどではないというお話が今ございました。

昔はエコノミックアニマルとか、猛烈社員とかいうのがありましたが、今や死語

になってしまってるんですけど、そういった中で学校が、いわゆるキャリア教育
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など、そういうような中で果たす役割といったときの、言及などがございました

でしょうか。 

  

重松教育長 逆に、これがあるからキャリア教育をやらなきゃいけなくなったのかなと。特に

中学校、高校のキャリア教育の場合は、どちらかと言うと進路指導が一緒になっ

てしまっている傾向があるので、キャリア教育と進路指導は違うんだということ

をはっきりしなきゃいけないんじゃないかなというのは言われています。 

特に中学校の場合は、それでもまだキャリア教育といってトライやる・ウイーク

などいろいろやってますが、トライやる・ウイークは本来はキャリア教育のため

にやってきたわけじゃないんですけど、方向がどうしても総合的な学習の時間だ

とか、ホームルームの時間でほとんど進路指導でやっているんで、キャリア教育

という面では少し若干弱いかなと。 

だから、将来何になりたいからどの大学へ行きたいんだとか、将来こんなことを

したいから、そのためにどんなことを経験するんだとかいうこと。だから、実際

に市役所に行って一週間体験するということを高校もやっていますので、それを

自分がこういうことをやってみたい。やって体験することによって、違う方向が

いいよねということも考えることができるし、いろんなことができるので、それ

が大事かなというのを――小学校の場合は、それが実際に体験できないので、そ

れでは、どんなことがあるのということをいろんなところで、学ぶことしかでき

ませんけれども、昔だったら、親の後ろ姿を見て学ぶことができたんですけども、

今はほとんど全員がと言っていいほどサラリーマンになってますので、私の子供

も「えっ、サラリーマンってみんな大学に行ってるの違うの」って言っていまし

たけど、日本だとまだ最大で６７％を少し超えているぐらいしか大学に行ってま

せんので、そういう意味で言うと、キャリア教育は必要なのかなと。小学校から

やっておかないと、親の後ろ姿を見てなんてことはないので。 

ですから、全然仕事に対する認識が違ってきています。本当に仕事が忙しくて、

子どもが起きて、朝食のときにはもうお父さんが出かけていて、学校から帰って

きて、夕食のときはまだ帰ってきていないので家族がみんなで食事ができないと

いうような状況がたくさんあります。 

働き方改革なんかでも、育児休業をとるときに、男の人がとると何かまだいろん

なことが言われています。また、仕事についていろいろと知ることは大事で、ど

ういう仕事があるとか、どういう仕事があるとか、こういうことはこういう人が

やってくれているんですよとか、こんな仕事をするためには、こんなことをやっ
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ているんですよということを知る必要があります。 

ですから、現に子供たちが幼稚園のとき、それから、小学校の低学年、中学年、

高学年というふうにして、何になりたいですかと仕事のアンケートを聞くと、最

初のうちは野球の選手だとか、サッカーだとか言っていますけど、それがだんだ

ん高学年になると現実的になってきて、ほとんど小学校の高学年になると、やは

りサラリーマンがトップになってきます。そういう意味では、やはりいろいろな

経験をする中で、それでもやはり夢を追い求めてやっていくということは大切な

ことなんじゃないかなということを思っています。 

  

側垣委員 いいですか。今の教育長のお話を聞いて、二つのことを少し思ったんですけど、

一つは今の話にも関連するんですけど、キャリア教育というか、子供たちが何に

なりたいかというもの、何というイメージが湧かない。 

例えば、先日、連休中に東京で私の関係するＮＰＯ法人が、児童福祉の「子供の

お仕事フェア」というのをやったんですね。いわゆる就職フェアなんですが。そ

こでは、現場の児童福祉の、乳児から乳児母子、いわゆる養護施設やそのほかの

社会的養護の施設で、実際に現場で働いている職員たちのパネルディスカッショ

ンなど、それから、施設がブースを出して説明をして、たくさんの学生が来てく

れたんですけども、学生にとってはみんな初めて聞くことばかりで、児童福祉と

いうイメージはあるんですけども、具体的にどんな仕事をしているのかわからな

い。そういう話を聞く機会もほとんどないので、そうすると自分が何になりたい

かというイメージ――漠然としたものはあったとしても、具体的にこういう現場

で働きたいなというふうなものが持てないです。 

やはり、例えば、キャリア教育ということであれば、そういう機会を、別に就職

にかかわらなくても、１回生、２回生もたくさん来ていましたので、その段階で

いろんなことを知るということは大切かなと。 

だから、例えばインターンシップを積極的に進めるとか、高校の段階からそうい

う機会をたくさんつくるとか、そういうことも必要なのかなと。やはり選択肢を

広げるとか、あるいは、イメージを高めるということをこちらから働きかけて、

場をつくっていかなきゃいけないのかなと。それが一つ。 

それから、もう一つは、教育長がよくおっしゃる学ぶ力など、主体的に学んでい

く力というのは、教え込むというよりも、本当に子供たちがそういう力をつける

ためにはどうしたらいいのかなと私たちも思うんですけども、本当に小さな子供

たちとかは簡単に、まずその基礎は遊ぶということかなと。遊びの中に人とのコ
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ミュニケーションであったり、いろんなトラブルを解決していく機会があったり、

そういう形でやりとりができるわけですよね。そこをうまく遊べていない子供た

ちというのは、なかなか小学校や中学校だと可能性としてはチャンスが低いなと。

語彙力にしても。 

やはりよく我々の現場で言うのは、「食う、寝る、遊びの保障」というか、しっか

りと食べて、しっかりと寝て、しっかり遊ぶ子供たちを育てようという。その中

からそういう意欲というか、力が生まれてくるのかなと。ただ、早期教育が、始

期をできるだけ早い段階から英語教育などを進めるべきだというふうなイメージ

はあるんですけども、実際にはその基礎をつくるのは人間の生きる力、つまり、

「食う、寝る、遊ぶ」で育てられる小さな子供たちの力かなと私は思っています。 

  

重松教育長 ありがとうございます。ほかにありませんか。 

ないようですので、これより審議に入ります。 

議案第３号「学校給食審議会委員委嘱の件」を議題とします。学校給食課長お願

いします。 

  

学校給食課長 議案第３号「学校給食審議会委員委嘱の件」につきまして、ご説明いたします。 

お配りしております議案と補足資料をごらんください。本審議会は、西宮市附属

機関条例に基づき、幅広く本市学校給食のあり方や管理運営について、調査及び

審査いただく常設の審議会であり、平成２８年５月１日付で委嘱しました委員が、

先月３０日をもって２年間の任期が満了いたしました。 

委員のうち、学識経験者、保護者代表の４名につきましては、３月１４日の教育

委員会会議で可決されております。 

本日は、補足資料１枚目、関係行政機関職員につきまして、学校の新たな体制が

確定いたしましたので、付議するものでございます。 

選考いたしました委員は、齋田校長、片野校長、中西栄養教諭の３名でございま

す。任期は、条例に基づき２年とし、本年５月１５日付で委嘱させていただき、

２年後の平成３２年５月１４日までとしております。 

説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 説明は終わりました。 

これより質疑、討論に入ります。 

本件にご意見、ご質問はありませんか。 
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岩本委員 ご説明ありがとうございます。恐らく学校長は、学校長の団体からのご推薦で、

栄養教諭の方は、栄養教諭の団体からのご推薦だと思うんですけれども、たまた

ま瓦木中学校の校長先生と栄養教諭の方が重なっていて、もうこれで決まってい

ることなので、どうもしようもないでしょうし、それぞれの団体がこの方にとい

うことで、ご推薦いただいた方に異論はないんですけれども、まあ、たくさんの

学校がある中なので、本当でしたら、違う学校の方がいたほうがより幅広いご意

見がいただけたんじゃないかなと思ったんですが。その辺はいろいろ確認されて

こういうことになったのか、少しご説明願いたいんですけれども。 

  

学校給食課長 今、おっしゃいましたように、学校長の委員につきましてはご推薦をいただいて

います。栄養教諭につきましては、教育委員会から適任であるという方に対して、

受けていただけるかというご相談をさせていただいています。 

栄養教諭を選ぶ基準としまして、まず、栄養教諭としての経験の豊富さがどうで

あるかということと、また、部会活動とかを熱心に活動されているかであるとか、

やはり広い視野で意見を言っていただける。どうしても審議会と言いますのは、

栄養教諭の中でも、栄養教諭の代表として来ていただいていて、特に学校の代表

で来ていただいているわけではないので、たまには自分の学校であればこういう

ふうにやっていますよというご紹介はいただきますけど、基本的には栄養教諭と

いう立場のご意見と、栄養教諭全体でのお話、意見集約をしていただいたような、

こんな意見も出ていますよというようなことも言っていただくので、特に学校の

指定ということまでは考えていません。当然、今後２年間あれば人事異動もござ

いますから、そのときに校長の委員と栄養教諭が重なったときに、それでは、委

員を交代していただくのかというようなことも出てくるんですけども、そういう

観点では考えておらず、まずは経験が豊富で、しっかりとしたご自身の発言であ

るとか、活発な意見を言っていただける方ということを考慮して選定いたしてお

ります。以上でございます。 

  

岩本委員 わかりました。もし、私以外の方からそういうご質問があったときに、こういう

回答がいただけるんだったら、皆さん納得いただけるのかなと思います。ありが

とうございます。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 
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なければ、採決に入ります。 

議案第３号「学校給食審議会委員委嘱の件」については、原案のとおり可決して

よろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。 

よって議案第３号は可決されました。 

議案第４号「西宮市いじめ防止等対策委員会委員の解嘱及び委嘱の件」を議題と

します。学校保健安全課長お願いします。 

  

学校保健安全課長 議案第４号「西宮市いじめ防止等対策委員会委員の解嘱及び委嘱の件」について

ご説明申し上げます。 

お手元の資料のとおり、平成２９年２月１日に委嘱しました中村豊教授、同年５

月１日に委嘱しました谷口校長先生、金地校長先生を解嘱し、西宮市附属機関条

例第２条第５号により、新たに前任者からご推薦をいただきました丹羽登教授、

西宮市立小学校長会からご推薦をいただきました田中幸作校長先生、西宮市立中

学校長会からご推薦をいただきました山林弘幸校長先生を委嘱するものでござい

ます。 

以上、ご審議をよろしくお願いします。 

  

重松教育長 説明は終わりました。 

これより質疑、討論に入ります。 

本件にご意見、ご質問はありませんか。 

なければ、採決に入ります。 

議案第４号「西宮市いじめ防止等対策委員会委員の解嘱及び委嘱の件」について

は、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。 

よって議案第４号は可決されました。 

報告第６号「人事に関する件」を議題とします。教育人事課長お願いします。 
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教育人事課長 報告第６号「人事に関する件」について、ご報告させていただきます。 

報告第６号の資料をごらんください。資料のとおり、平成３０年４月３０日付で

行いました教育研修課係長の人事異動については、教育長に対する事務委任等に

関する附則第３条第２項の規定による教育長の臨時代理により、４月２３日に解

任を決定したことを報告するものでございます。 

なお、本報告に関連した資料を最後におつけさせていただいておりますが、後ほ

ど、内容につきましては報告第７号にて、改めまして、教育職員課より報告をさ

せていただきます。 

説明につきましては以上でございます。 

  

重松教育長 説明は終わりました。 

これより質疑、討論に入ります。 

本件にご意見、ご質問はありませんか。 

なければ、採決に入ります。 

報告第６号「人事に関する件」については、これを承認してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 ご異議なしと認め、承認します。 

次に、一般報告の①「西宮市教育委員会事務事業評価アドバイザーの選任につい

て」を議題とします。教育総務課長お願いします。 

  

教育総務課長 本年度の西宮市教育委員会事務事業評価のアドバイザーにつきましては、昨年度

に引き続き、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社、政策事業研究本

部主席研究員の善積康子さんにお願いしたいと考えております。 

任期は、本日より、年度内の平成３１年３月３１日までといたします。 

まず、この制度について少し説明させていただきますが、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律、いわゆる地方教育行政法の第２６条に、教育委員会の権限

に属する事務の管理及び執行の状況をみずから点検評価し、議会に報告するとと

もに公表しなければならないこと、また、この点検評価にあたっては学識経験を

有する者の知見の活用を図ることとの規定がございます。これを受ける形で、こ

の後の資料に添付しておりますが、実施規定を設け、実施するものでございます。 
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善積康子さんの略歴につきましては、資料の２枚目をごらんください。 

専門は、学校教育のほか、福祉・保健政策、住宅政策、地域振興・活性化、地域

協働まちづくり支援など、政策事業にあたって幅広く見識をお持ちであり、以下

に一例を記載しておりますが、大阪市の運営方針評価や、愛知県豊田市教育委員

会の点検評価などの実績もございます。 

また、学校の校務改善にかかわるものとしまして、最近では特に、「文部科学省中

央教育審議会初等中等教育分科会における働き方改革特別部会委員」を初め、兵

庫県や鳥取県などで校務改善、教職員の勤務時間適正化に係るアドバイザーを手

がけておられ、数多くの研修講師の実績もお持ちです。ちなみに本市でも、平成

２８年度から校務改善アドバイザーとして既にかかわりがございまして、本市の

取り組みには一定のご理解をいただいておるところです。 

なお、今月２１日アミティホールで開催される兵庫県市町村教育委員会連合会の

総会におきましても、善積さんの講演がございますので、お知りおきください。 

次のページ、資料の３枚目には、先ほどご説明いたしました実施規定を、もう１

枚めくっていただきますと、最後に善積さんからいただきました昨年度の意見報

告書を添付しております。ごらんのように、指標の取り方に着目して分析してお

られますが、今回も善積先生にアドバイザーをお願いすることによって、昨年度

からの１年間、どのように事務事業が改善されたかといった、継続性を持った掘

り下げた分析もしていただけることと期待しているところです。 

説明は以上でございます。 

  

重松教育長 説明は終わりました。 

本件にご意見、ご質問はありませんか。 

なければ、一般報告①を終了します。 

では、これより非公開案件に移ります。 

恐れ入りますが、傍聴の方はここで退室をお願いいたします。 

  

 （傍聴者退室） 

  

重松教育長 では、再開します。 

議案第５号「損害賠償の額の決定に係る専決処分の市議会報告に関する意見決定

の件」を議題とします。学校管理課長お願いします。 
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学校管理課長 それでは、議案第５号「損害賠償の額の決定に係る専決処分の市議会報告に関す

る意見決定の件」について説明させていただきます。 

議案書の２枚目をごらんください。事件の概要は、平成３０年３月１日、夙川幼

稚園の屋根を押さえる金具の周辺が腐食していたため、金具が強風により飛散し、

東側の道路を挟んだ相手方宅の塀に当たり、破損したものです。 

この件につきましては、塀の修理費用に対する損害賠償の額を５万４，０００円

とすることについて、３月３０日に市長専決処分により決定しておりますが、こ

の市長専決処分に対する教育委員会の意見と教育長の臨時代理により決定したこ

とにつきましては、前回、４月１１日の定例会において報告し、ご承認をいただ

いております。 

また、相手方への支払いにつきましては、既に４月２７日に終えております。 

本件は、この市長専決処分を市議会に報告するに当たり教育委員会としての意見

を、次のページの別紙のとおり決定するものです。 

なお、市議会への報告につきましては、６月１１日の議案発送を予定しておりま

す。 

以上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

  

重松教育長 説明は終わりました。 

これより質疑、討論に入ります。 

本件にご意見、ご質問はありませんか。 

  

西川委員 私はこの件については、これで結構かと思うんですが、少しこれに附属する話な

んですけど、塀に当たったからよかったようなものの、人に当たるというのもあ

ったら、こんな額では済まないと思うんですね。そういうことに関して、老朽化

している園舎の点検など、そういったものはどういう感じで行われているか、少

し教えていただければありがたいんですけど。 

  

学校管理課長 やはり施設の老朽化が進んでいる状況でありますので、まず、年１回、技術職員

が学校を回って、学校長等の要望を聞いたりして、あと、優先順位をつけて補修、

修繕をするというようなことで回っているところでございます。 

あと、建築基準法１２条点検というのがありますので、それで設備面や建物、施

設面を同時に回っております。補修が必要な箇所に関しては、Ａランクから回り

ますけども、早急に対応するようにしております。以上です。 
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前川委員 質問じゃないんですけれども、私は以前、学校で校長をしているときに、学校の

ほうは雨漏りなどいろいろ気がつくことを教育委員会の方と一緒に回って、相談

をしたり、支えてもらったりしてきました。大変助かった経験があります。とい

うのは、学校だけでは建築など、専門的なところについて知識がないんです。そ

れをしっかり、定期的に壁をたたいたり、軒先のひさしをずっと、何と言うんで

すか。 

  

学校管理課長 打診です。 

  

前川委員 打診して回ったり、本当に危ない中、丁寧にしてもらって、お手間をかけますけ

れども、学校だけの専門性で安全の確保ができるわけではありませんので、ぜひ

お力も今後とも、学校園に来ていただいて、そして、アドバイスに加えて、気に

なるところは定期点検でしっかりとお願いしたいと思っています。いつもありが

とうございます。お礼です。 

  

重松教育長 よろしいですか。ほかにはございませんか。 

なければ採決に入ります。 

議案第５号「損害賠償の額の決定に係る専決処分の市議会報告に関する意見決定

の件」については、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。 

よって議案第５号は可決されました。 

続きまして、議案第６号「安井小学校教育環境整備事業基本計画（素案）パブリ

ックコメント実施結果と基本計画策定の件」を議題とします。学校施設計画課長

お願いします。 

  

学校施設計画課

長 

「安井小学校教育環境整備事業基本計画（素案）パブリックコメントの実施結果

と基本計画策定の件」についてご説明させていただきます。 

資料は、右上に「議案第６号」と書かれたステープラー留めの資料をごらんくだ

さい。 
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１枚めくっていただきますと、パブリックコメントの結果をまとめた、横長４枚

の資料をつけております。また、その後ろに基本計画をつけております。 

この基本計画につきましては、昨年１２月２０日の定例会で「素案」を議決いた

だいておりますが、その際に内容をご説明しておりますので、今回は内容の説明

を省略させていただきます。 

それでは、パブリックコメントの結果をまとめた、横長４枚の資料をごらんくだ

さい。 

本年２月２６日から３月２８日にかけまして、基本計画の素案に対するパブリッ

クコメントを実施しました。その結果、「①提出人数」に記載のとおり、４個人と

１団体から、合計２２件のご意見をいただきました。そのうち２名は、校区内に

お住まいの方でございます。 

その下、「②意見件数」ですが、左下の「意見項目別」の表のとおり、２２件中１

４件は、今回の基本計画の素案に対してのご意見で、残りの８件はその他のご意

見でした。 

右下の「回答分類別」の表ですが、①から⑤の五つに分類したうち、③の「今後

の参考・検討」に分類したものが９件でした。また、④の「対応が困難」に分類

したものが３件でした。なお、⑤の「その他」に分類した１０件については、疑

問や質問などでした。 

次のページ以降に個別のご意見とそれに対しての考え方を記載しております。主

なものをご紹介したいと思います。 

まず１枚めくっていただき、２ページの意見番号１１番ですが、「体育館への空中

通路について、施設のバリアフリー化の観点から、体育館敷地側にもエレベータ

ーを設置すべきである」とご意見をいただいております。 

教育委員会の考え方としましては、「体育館敷地側には、エレベーターを設置する

計画はしてはおりませんが、車椅子等を利用する児童は、教職員等が付き添って、

道路を横断することで対応したいと考えております」としております。 

続いて、１４番におきましては、「敷地北東にある約７５０平方メートルのスペー

スについて、利用方法はどのように考えているのか。ビオトープを整備する等の

環境教育の場にしてはどうか」とのご意見をいただいております。 

教育委員会の考え方としましては、「運動場には学級菜園等を設置する必要があ

り、運動スペースとしては、できる限り整形で確保したいと考えていることから、

北東スペースには学級菜園を配置すること等を設計段階で検討してまいります」

としております。 
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次のページ１５番では、「児童の登下校時の安全確保の点から、学校東側道路（万

葉苑筋）を一方通行にし、歩道を設け、通学路にすべきである」とのご意見をい

ただいています。 

教育委員会の考え方としましては、「道路の一方通行については、交通の安全と円

滑を図る観点から、地域の要望等も考慮し、公安委員会（警察）が決定すること

であり、当該道路はバス路線にもなっていることから、一方通行については、多

くの方々に影響があるため、現状では困難と考えられます」としております。 

最後に、２１番でございます。「既存校舎は建築年からアスベストが使用されてい

ると考えられ、解体工事時は飛散防止対策をとることが必要である。環境省が公

表している『建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミ

ュニケーションガイドライン』によりリスクコミュニケーションを実施してほし

い」とのご意見をいただいております。 

教育委員会の考え方としましては、「解体等の工事を行う建物におけるアスベス

ト含有材料の使用状況や、アスベスト除去工事の際の飛散防止対策については、

近隣にお住まいの方、児童の保護者、教職員の方々に対しまして丁寧に説明して

まいります」としております。 

パブリックコメントの結果につきましては、以上でございます。 

このパブリックコメントの結果により、回答分類②の「意見を反映」したご意見

がなかったことから、基本計画につきましては、「素案」からの修正はございませ

ん。したがいまして、後ろにつけております資料のとおり、基本計画を策定する

ことにつきまして、ご承認賜りますようお願いいたします。 

説明は以上です。 

  

重松教育長 説明は終わりました。 

これより質疑、討論に入ります。 

本件にご意見、ご質問はありませんか。 

  

前川委員 パブリックコメントありがとうございました。まず、お願いは、パブリックコメ

ントは思ったより件数が少ないので、少ないのはいいのか悪いのか難しいんです

けれども、今後、地域の説明会などそういうところでいろいろお声を吸い上げて、

そして、しっかりとした説明をしていってほしいと思います。 

２ページのところです。市教育委員会の考え方等を入れているところですね。こ

れをさっと読んだときに、えっと思うことが私にはありました。意見番号８番の
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市教育委員会の考え方の最後の文の終わり方。この８番は「検討してまいります」

と結んでいます。一番右の回答分類が３番です。 

同じページの一番下の１４番、「検討してまいります」と結んでいます。右側の回

答分類が４番です。「検討してまいる」と言っているのに、回答分類が３番と４番

に分かれているのは、もしこれが私のパブリックコメントなら、何でこれとこれ

は扱いが違うのと、少し不安になります。 

そこで、これは８番も１４番も、ご意見をくださった方と根底のところでは、し

っかりとエコとか自家発電とかそういうことも大事ですよ、それから、いろんな

スペースの有効利用は大事にしたいですよということで、そもそも取り組んでこ

られているので、そこのところが伝わる回答にして、どちらも今の考え方を説明

して、３番、４番で取り扱いはいいのかなと少し思いました。 

中途半端な言い方ですけれども、８番、１４番の扱いについて、ご説明をもう少

しいただけますか。 

  

学校施設計画課

長 

委員がご指摘のとおり、８番は特にエコスクールづくりの学校の方針ということ

で、書かれていることに対してさらに進めてほしいというようなご意見です。 

これに対しましては、こちらも西宮市として、こういったエコスクール、あるい

は、環境学習について対応していく方針はもともとございますので、３番という

ことで、考えてはいたところですが、実際にご意見をいただいている内容としま

しては、屋上緑化１００％であるなど、屋上に太陽光発電設備を設置して、自家

発電で１００％近く補うというような内容になっております。実際のところ、屋

上緑化を１００％にするということであれば、太陽光発電を設置するスペースな

どはないということで、両方を実現することは物理的に難しいなというふうに、

今、ご指摘をいただいて考えているところです。 

したがいまして、この８番の分類を４に訂正させていただきたいと考えておりま

す。あわせまして、資料の最初のページの右下にあります環境分類別の表の中の

件数も訂正させていただきたいと思います。以上です。 

  

前川委員 責任あるお仕事をされているので、ついつい、言い回しをきちんとしないととい

うお気持ちがあって、コメントを出すのは難しいと思うんです。ただ、意見に反

論するんではなくて、丁寧に説明をすると。結果としてはご理解いただきたいと。

そういうふうなところで、今の説明をパブリックコメントの中でされたらいいの

かと思いました。よくわかりました。 
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重松教育長 ということは、これは事務局から議案を訂正するということでよろしいですね。 

  

学校施設計画課

長 

はい。 

  

重松教育長 議案の訂正箇所について確認します。今の１ページのところの回答分類表の、今

後の検討が９から８に、４が３から４に変わるということですね。８の部分を３

から４に変えてくださいということになります。 

ほかにありませんか。よろしいですか。 

なければ、採決に入ります。 

議案第６号「安井小学校教区環境整備事業基本計画（素案）パブリックコメント

実施結果と基本計画策定の件」については、原案のとおり可決してよろしいでし

ょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。 

よって議案第６号は可決されました。 

では、報告第７号は秘密会で行いますので、関係者以外の職員は退出してくださ

い。よろしくお願いします。 

  

 （関係者以外の職員 退室） 

  

重松教育長 では、再開します。 

報告第７号「人事に関する件」を議題とします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 ほかになければ、採決に入ります。 

報告第７号「人事に関する件」については、これを承認してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 
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重松教育長 ご異議なしと認め、承認します。 

ここで説明員が交代します。 

  

 （関係職員 入室） 

  

重松教育長 では、次に一般報告の②「全国学力・学習状況調査における理科の出題範囲の未

履修について」を議題とします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

なければ、一般報告の②を終了します。 

次に、一般報告の③「児童・生徒の状況について」を議題とします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 なければ、一般報告③を終了します。 

以上で予定されていた議題は全て終わりました。 

これをもちまして、第２回教育委員会定例会を閉会します。 

ありがとうございました。 

  

 （終了） 

  

 


